
１．議会報告、市政全般についての総括
　【主な意見等】
　　・議会からの要望的意見の効力
　　・議員定数、報酬等
　　・小中学校、広田西公園での放射線線量計の数値
　　・産業振興策　など

２．地区別テーマでの意見交換についての総括　⇒　テーマ「合併後の地域づくりについて」
　・定数等の関係により、地元の保育所に入れないなどの切実な意見や、病院、特別養護老人ホームなどによらない新たな高齢
　　者が触れ合える施設創設、出会いコンシェルジェ事業への取り組みなどの意見をいただき、少子高齢化社会に対応した市政
　　の在り方について考えさせられた。
　・合併後の地域づくりで重要な点は、基幹産業である農業振興と、地域コミュニティを堅持していくことであり、スポーツや
　　健康づくり、地域づくり委員会などの取り組み強化にあると思われる。

第16回市民との意見交換会・報告書（河東地区）
　開催地区：河東地区 　開催日時：平成28年5月8日（日）　　18時30分　～　20時30分

　担当班　：第 1 班（出席議員）戸川稔朗、斎藤基雄、横山　淳、大山享子、髙梨　浩、吉田恵三　　　（欠席議員）なし

　開催場所：会津若松市河東農村環境改善センター

　参加人数：　30　名（うち班外議員 0 名）（他自治体等傍聴者 1 名）
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議会報告の中で、要望的意見について説明が
あったが、これは何か。市当局に対し、どういっ
た効果、効力があるのか。議会のパフォーマン
ス、ＰＲにすぎないのではないか。

要望的意見は、予算案などに対し、単に賛成、
反対をするのではなく、賛成であっても、要望事
項を付して賛成する行為であり、市当局も議会か
らの要望的意見は重く受け止めている。パフォー
マンスではない。決議は議会が行う意思形成行為
であり、議案として提出される。これは、政治的
な効果や議会の意思を対外的に表明することが必
要と判断される場合に行われるものであり、要望
的意見よりも重いものである。今後、誤解のない
ように広報議会の紙面を工夫する。

● ① 議会運営

自治基本条例の内容について、市議会はどう考
えているのか。

　自治基本条例は、自治体の憲法ともいうべき性
格を有しており、今後のまちづくりの基本方針と
なるものである。市は、まちづくり市民会議等か
ら意見を徴しながら６月定例会に提案する予定で
あるため、議会で十分に審議する。

○ ①
まちづく

り

市長の施政方針であるが、観光誘客などの対応
が不十分である。鶴ヶ城公園の中に、テニスコー
トがあるが、お城の中でテニスをするのか？とよ
く聞かれる。中途半端な観光施策ではないか。

　観光では観光客の行動パターンなどの分析を始
めたりしている。議会においても、しっかりと議
論する。 ○ ① 観光

基幹産業である農業や地場産業などの対応が不
十分である。身しらず柿なども外国に売れない。
会津米のブランド化も進んでいない。農業後継者
がいない。ＴＰＰの問題もあるが、付加価値をつ
けながら農業振興を図るべきである。

　農業ではＩＣＴを活用した効率的、効果的な農
業を目指した取り組みも行われている。現状を
日々改善しながら農業振興を図るしかないと考え
る。

○ ① 農業

※項目
キーワード

○　議会報告(定例会、政策討論会など)、市政全般(テーマ以外)について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答
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※項目
キーワード

○　議会報告(定例会、政策討論会など)、市政全般(テーマ以外)について

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

市の議会費は４億円であるが、議員３０名と職
員１０名で除すると、１人当たり１，０００万円
になる。議員定数や報酬については、市民の関心
も高く、すぐに議論すべきでないか。

　市の議会費は、単に報酬のみならず、職員の人
件費や広報誌や議場で使用する機器類などの費用
も含まれている。報酬等に関しては、現在、市民
委員も含めた議会制度検討委員会で議論してお
り、今後、議論内容を公表していく。

● ①
議員報酬
定数

放射線の線量計だが、なぜ広田西公園の線量計
を撤去したのか。モニタリングポストのマイクロ
グレイの数値は、リアルタイム線量計等のシーベ
ルト数値と比較して低すぎるのではないか。恒久
的な看板等で安全性をＰＲすべきでは。

　議会における所管は、文教厚生委員会であり、
持ち帰って市当局に伝えて調査する。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ６に記載）

環境

マイナンバーの手続きで河東支所を訪れたが、
本庁舎での手続きを進められ、本庁舎へ行った
が、本庁舎の中は分かりづらい。丁寧な案内が必
要である。

要望として伺う。

○ ② 行政

河東中学校の弓道部が、（仮称）河東学園中学
校の開校とともに廃止されると聞いたが、その理
由は何か。

　河東中学校生徒数の減少により、教師の人数も
減少し、新校舎内に弓道場を整備する計画ではな
いため、日新館に責任をもって生徒を連れて行く
ことができず、弓道部を運営できる状況にないた
め、今年度から生徒募集を廃止した。

○ ① 学校教育

小中学校の雨水集水桝の検査を行ったが、放射
線量の数値が高いところもあるようだ。定期的に
調査をすべきである。

　すぐに対応しなければならない事項であると思
われるので、持ち帰って市当局に伝える。

○ ③
事後報告する
（事後処理報告
書Ｐ７に記載）

学校施設
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○　地区別テーマでの意見交換について

河東地区の皆様へ今回は、「合併後の地域づく
り」というテーマについて、意見をお伺いした
い。

　六丁交差点について、地権者の意向を市議会で
は把握しているのか。

　地権者の意向は把握していない。今回の予算化
は、測量等のための調査を行ってよいという承諾
を得て行われたものであり、買収等に応じたもの
ではない。

○ ①

河東には、公立の第三幼稚園があるが、入園児
童が少ない。広田保育所では一時保育を実施して
いない。河東の保育所、幼稚園に通いたい人がい
ても、通えない状況がある。公立幼稚園の整備と
広田保育所で一時保育ができないのか。

　現状を踏まえ、議会でも市当局としっかり議論
する。

○ ①

八田保育所は、休所中であり、第二小学校も現
在は使用されていない。空き施設を有効活用でき
ないか。高齢者等で特別養護老人ホームなどに入
所するほどではないが、自宅での生活が不自由な
方のため、病院退院後にすぐに自宅に帰るのでは
なく、そうした方を受け入れる中間施設的なもの
を設置できないか。八田保育所も活用してほし
い。

　空き施設の有効活用については、ご指摘のとお
りである。今後の検討課題としたい。

○ ①

地域づくり委員会の予算は、１００万円である
が、その程度の予算でまちづくりが可能か。吸収
合併した地域は人口が減少している。カネだけで
はなく、しっかりとした人材も必要である。

　貴重なご意見として受け止める。

○ ②

→　合併後の地域づくりについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

4



○　地区別テーマでの意見交換について →　合併後の地域づくりについて

市民の発言内容 議会（議員）の発言内容 分類 番号 備考

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの
※番号 ①回答(処理)済 ②聞き置いた事項(含む情報提供) ③後日回答

市の行政評価は、どのように評価をしているの
か。市は、協働のまちづくりと言うが、人、モ
ノ、カネに関してどういった補助事業があるかな
ど、法令や情報を分かりやすく公表してほしい。

　市内部に行政評価を審議する機関があり、市内
部でしっかりと議論された後に市行政評価の内容
が公表される。知りたい必要な情報は、市当局の
みならず、議員にも聞いてほしい。

○ ①

　出会いコンシェルジェ事業で、どの程度の人が
参加して、結婚に至ったケースはあるのか。

　宮城在住の女性を対象として事業を実施し、本
市の男性が数十名参加したと聞いている。そのう
ち１組が結婚に至っている。

○ ①

健康づくりは重要であり、スポーツの振興を図
るべきであるが、体育協会への補助金が打ち切ら
れるのではないかという話も聞く。体育協会への
補助金はどうなっているのか。打ち切らないでほ
しい。

　平成２８年度は、これまで同様に予算化されて
いる。河東地区にとって、町民運動会や駅伝大会
などは地域コミュニティを堅持する上で重要であ
ると認識しており、今後とも確保できるよう、
しっかりと取り組んでいきたい。

○ ①

河東町内の空き家は７８戸あり、独居老人も多
い。人口も減少しているが、調整区域には新規住
宅が建てられない。調整区域の見直しを図るべき
である。

　貴重なご意見を受けた。今後の課題としたい。

○ ①

地域審議会などにおいて、合併して１０年経過
した今、河東のありさまについて、もっと町民の
関心を高める必要がある。河東では２０ｈａを超
えて営農している農家もある。しかしＴＰＰなど
への不安もあり、規模拡大する意欲も薄れてしま
う。

　もっともなご指摘である。議会としてもしっか
りと取り組んでいく。

○ ①
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河東地区

件名

１．放射線線量計の数値につ
いて
　　　　　　　　　（Ｐ３）

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

【市民からの要望・質問】
　放射線の線量計だが、なぜ広田西公園の線量計を撤去したのか。モ
ニタリングポストのマイクログレイの数値は、リアルタイム線量計等
のシーベルト数値と比較して低すぎるのではないか。恒久的な看板等
で安全性をＰＲすべきでは。

【事後処理結果】
○環境生活課の回答
　広田西公園に設置されていたリアルタイム線量計は、国が設置した
ものですが、今後住民が帰還する地域の放射線監視強化のため、近接
して複数の線量計がある場所などの移設可能な線量計を避難指示区域
に移設したそうです。
　市としては、常時監視体制の継続を依頼していきます。
　リアルタイム線量計は簡易型測定器でモニタリングポストとはセン
サーの感度や精度が異なるほか、機種ごとの特性もあり、同じ値とな
らないことも考えられるところです。また、放射線量はどこでも一様
ではなく、少し移動しただけでも異なります。これらのことから、近
い場所ではあっても近い値になるとは限らないと考えられます。
　看板については設置者である国に対し、要望があったことを伝えま
す。
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河東地区

件名

　　　　　　　　　　　　　　市民との意見交換会・事後処理報告書

処理（対応）内容 備考

２．小中学校の雨水集水桝の
放射線量の調査について
　　　　　　　　　（Ｐ３）

【市民からの要望・質問】
　小中学校の雨水集水桝の検査を行ったが、放射線量の数値が高いと
ころもあるようだ。定期的に調査をすべきである。

【事後処理結果】
○学校教育課の回答
　小中学校の放射線量については、各学校より毎月第２月曜日に市教
育委員会に対し、校庭、側溝、砂場などの放射線量の報告を受けてお
り、現時点において問題は生じていないものの、今後は、ご指摘の
あった雨水集水桝の調査についても配慮します。
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